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平成２５年金融商品取引法等の改正やヘルスケアリート上場に向けた取組み等を踏まえた有価証券上場規程等の整備について 

平 成 ２ ６ 年 ２ 月 ２ ５ 日 

株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 
Ⅰ 趣旨 

「金融商品取引法等の一部を改正する法律」（平成２５年法律第４５号。以下「改正法」といいます。）において、投資法人の発行する投資証券等の取引に対してインサ

イダー取引規制が導入されることとなったほか、会社関係者による情報伝達・取引推奨行為に対する規制が導入されることとなりました。これらを踏まえ、上場不動産投

資信託証券に関する情報の適時開示について改正法にて定められた重要事実等に関して開示項目を追加するとともに、上場会社等及び取引参加者に情報管理体制の整備を

求めることとし、その他所要の改正を行います。 
また、来たる高齢化社会に備え、民間資金を有効活用した高齢者向け住環境の整備が政府の主要施策として掲げられており、ヘルスケアリートの上場推進等を通じたヘ

ルスケア施設向けの資金供給の促進が好循環実現のための経済対策に挙げられる等、市場環境の整備が進められています。当取引所としてもその一環として、情報開示を

充実させることを通じ投資者保護を図る等の環境整備を行います。 
なお、昨今、流動性向上や個人投資家層の市場参加の促進を目的とした不動産投資信託証券の投資単位の小口化が進んでいるものの、現行の有価証券上場規程において

は、一口当たり純資産額の形式要件が、小口化された投資単位での新規上場への阻害要因の一つとなっているため、当該上場審査の形式要件を撤廃し、上場審査の形式要

件を見直すこととします。 
その他所要の改正を行います。 

 
Ⅱ 概要 

項目 内容 備考 
１．金融商品取引法等の改

正を踏まえた対応 
  

（１）投資法人の発行する

投資証券等の取引に対

するインサイダー取引

規制の導入等に伴う開

示項目の追加 

・金融商品取引法及び金融商品取引法施行令等の改正に伴い、上場不動産投

資信託証券、上場不動産投資信託証券の発行者等及び上場不動産投資信託

証券の運用資産等に関する情報について、以下の開示項目を追加します。 

・ 金融商品取引法等の改正のほか、有価証券の取引等

の規制に関する内閣府令が改正されることに伴い、

有価証券上場規程施行規則を改正し、開示項目に係

る軽微基準について、項目の追加等を実施いたしま

す。なお、改正後の有価証券上場規程及び有価証券
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項目 内容 備考 
上場規程施行規則において定める予定の開示項目及

びその軽微基準は、別紙を御参照ください。 
①投資法人の決定事実 
・ 資産の運用に係る委託契約の締結又はその解約 
・ 金銭の分配 
・ 金融商品取引法第１６６条第６項第４号又は同法第１６７条第５項第５

号に規定する要請 

 

 ②投資法人の発生事実 
・ 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止の原因と

なる事実 
 
・ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害 
・ 財産権上の請求に係る訴えが提起されたこと又は当該訴えについて判決

があったこと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判に

よらずに完結したこと 
・ 資産の運用の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立

てがなされたこと又は当該申立てについて裁判があったこと若しくは当

該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと 
・投資信託及び投資法人に関する法律第２１６条第１項の規定による同法

第１８７条の登録の取消しその他これに準ずる行政庁による法令に基づ

く処分 
・ 債権者その他の当該投資法人以外の者による破産手続開始又は再生手続

開始の申立て 
・ 不渡り等 
・ 債務者又は保証債務に係る主たる債務者について不渡り等、破産手続開

 
・ 現行規定においては、有価証券上場規程第１２１８

条第１項第１号ａに掲げる事由のものに限定して適

時開示を求めています。 
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項目 内容 備考 
始の申立て等その他これらに準ずる事実が生じたことにより、当該債務

者に対する売掛金、貸付金その他の債権又は当該保証債務を履行した場

合における当該主たる債務者に対する求償権について債務の不履行のお

それが生じたこと 
・ 主要取引先との取引停止又は同一事由による若しくは同一時期における

複数の取引先との取引の停止 
・ 債権者による債務の免除若しくは返済期限の延長又は第三者による債務

の引受け若しくは弁済 
・ 資源の発見 
・ 資産の総額のうちに占める投資信託及び投資法人に関する法律施行規則

第１０５条第１号ヘに規定する不動産等資産の価額の合計額の割合が１

００分の５０を超えることとなったこと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 資産の総額のうちに占める不動産等資産の価額の合

計額の割合が１００分の５０を超えることとなった

ことに係る開示項目は、平成２８年３月末日限り、

その効力を失います。 
 ③資産運用会社の決定事実 

・ 当該資産運用会社の破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申

立て 
・ 当該投資法人から委託された資産の運用に係る事業の休止又は廃止 
 
・ 当該投資法人から委託を受けて行う資産の運用の全部又は一部の休止又

は廃止 
・ 当該資産運用会社の会社分割 
 
・ 当該資産運用会社の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け 
 
・ 当該投資法人と締結した資産の運用に係る委託契約の解約 

 
・ 現行規定においては、破産手続開始の申立てに限り、

適時開示を求めています。 
・ 現行規定においては、金融商品取引業の廃止に限り、

適時開示を求めています。 
・ 現行規定においては、投資運用業を行う者でなくな

ることに限り、適時開示を求めています。 
・ 現行規定においては、事業の全部を譲渡させる場合

に限り、適時開示を求めています。 
・ 現行規定においては、事業の全部を譲渡する場合に

限り、適時開示を求めています。 
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項目 内容 備考 
・ 当該資産運用会社の株式交換 
・ 当該資産運用会社の株式移転 
・ 当該投資法人から委託を受けて行う資産の運用である新たな資産の運用

の開始 
・ 当該資産運用会社が法令に基づき行政庁に対して行う認可若しくは承認

の申請又は届出 

 
 
 
 
・ 現行規定においては、金融商品取引法に基づく内閣

総理大臣等の認可、承認又は処分に限り、適時開示

を求めています。 
 ④資産運用会社の発生事実 

・ 有価証券上場規程第１２１３条２項第１号ｄ（ａ）及び（ｂ）に掲げる

事実のほか、行政庁による法令に基づく認可、承認又は処分 
 
・ 特定関係法人の異動 
・ 主要株主の異動 
・ 当該投資法人から委託された資産の運用に係る財産権上の請求に係る訴

えが提起されたこと又は当該訴えについて判決があったこと若しくは当

該訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと 
・ 当該投資法人から委託された資産の運用に係る事業の差止めその他これ

に準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと又は当該申立

てについて裁判があったこと若しくは当該申立てに係る手続の全部若し

くは一部が裁判によらずに完結したこと 
・ 債権者その他の当該資産運用会社以外の者による破産手続開始の申立て

等 
・ 不渡り等 
・ 特定関係法人に係る破産手続開始の申立て等 

 
・ 現行規定においては、金融商品取引法に基づく内閣

総理大臣等の認可、承認又は処分に限り、適時開示

を求めています。 

 ⑤運用資産等に関する資産運用会社等の決定事実 ・ 左記⑤、⑥における運用資産等には、賃借権、地上
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項目 内容 備考 
・ 運用資産等に係る資産の貸借又は貸借の解消 

⑥運用資産等に関する発生事実 
・ 運用資産等に係る貸借の解消 

⑦投資法人の業績予想等の修正 
・ 上場不動産投資信託証券に係るファンドの営業収益、経常利益、純利益

又は金銭の分配若しくは収益の分配について、公表がされた直近の予想

値に比較して当該上場不動産投資信託証券の発行者が新たに算出した予

想値又は当営業期間若しくは当計算期間の決算において差異が生じた場

合 

権又は地役権の目的となる不動産、有価証券上場規

程第１２０１条第１２号ｆに規定する信託の信託財

産に含まれる不動産及び不動産関連資産の裏付けと

なる不動産を含むこととします。 
 
 
・ 現行規定においては、当期利益又は金銭の分配若し

くは収益の分配に限り、適時開示を求めています。 

（２）内部者取引等の未然

防止に向けた体制整備 
・上場会社は、上場会社の役職員による未公表の重要事実等の情報伝達行為

等を未然防止する体制の整備に努めるものとします。 
・ 企業行動規範の「望まれる事項」として規定し、上

場不動産投資信託証券の発行者等についても準用し

ます。 
・ 未公表の重要事実等の情報伝達行為等とは、改正法

第１６７条の２第１項及び第２項に規定される行為

を指します。 
 ・取引参加者は、法人関係情報に係る不公正な取引の防止を図るため必要か

つ適切な管理体制を整備するものとします。 
 

２．ヘルスケアリート上場

に向けた取組み等を踏

まえた対応 

・貸借又は貸借の解消について、ヘルスケア施設等のように貸借の当事者の

異動が投資者の投資判断により大きな影響を及ぼす可能性がある不動産を

鑑み、適時開示における営業収益に係る軽微基準は改正法上の重要事実に

比してより多くの事象の開示を促すべく、増減額が５％未満であることと

します。 

・ 左記の他、ヘルスケアリートの収益が施設運営者（以

下、オペレータという。）の事業状況に左右されやす

い特性等を有することを踏まえ、健全な市場の形成

を企図し、以下に例示する事象についてはそれぞれ

に掲げる開示項目により施設利用者に配慮した積極

的な開示を求めることとします。 
【オペレータの破綻等により事業の継続が困難となる

場合】 
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項目 内容 備考 
開示項目： 債務者又は保証債務に係る主たる債務者

について不渡り等、破産手続開始の申立

て等その他これらに準ずる事実が生じた

ことにより、当該債務者に対する売掛金、

貸付金その他の債権又は当該保証債務を

履行した場合における当該主たる債務者

に対する求償権について債務の不履行の

おそれが生じたこと 
【ヘルスケア施設としての運営を止め他の用途に供す

ることとなり、利用者の安定的な居住の確保が困難とな

るおそれがある場合】 
開示項目： 当該投資法人から委託を受けて行う資産

の運用である新たな資産の運用の開始 
【オペレータの変更に伴い、利用者のサービス・契約内

容が変わる場合】 
開示項目： 運用資産等に係る資産の貸借又は貸借の

解消 
【社会保障制度の変更等で、ヘルスケア施設の運営に影

響を及ぼす場合】 
開示項目： 運用資産等に関する重要な事実であって

投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす

もの 
３．その他   
（１）上場不動産投資信託

証券に係る上場審査の

・新規上場申請銘柄の一口当たり純資産額について、上場の時までに５万円

以上となる見込みがあることの要件を撤廃します。 
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項目 内容 備考 
形式要件の見直し 

（２）上場不動産投資信託

証券に係る年間上場料

の計算方法の明確化 

・上場初年度の年間上場料を計算するに当たって基準となる純資産総額の額

を明確化します。 
・ 前年の１２月末日現在において上場後 初の期間に

係る有価証券報告書又は半期報告書が提出されてい

ない場合であって、当該不動産投資信託証券が新規

上場申請日において他の金融商品取引所に上場して

いなかった場合は、上場日現在における純資産総額

を基準とする旨を明確化します。 
（３）取引所への報告事項

の追加 
・取引参加者は、行政官庁、金融商品取引業協会等の処分により改善策等を

報告した場合には、その内容を取引所に報告するものとします。 
 

 
Ⅲ 施行日（予定） 

平成２６年４月１日から施行します。 
以 上 
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開示項目一覧 

※ 本別紙における用語等について以下のとおり定義いたします。 
上場規程 ： 有価証券上場規程 
施行規則 ： 有価証券上場規程施行規則 
法 ： 金融商品取引法 
施行令 ： 金融商品取引法施行令 
投資信託法 ： 投資信託及び投資法人に関する法律 
投資信託法施行規則 ： 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 
下線箇所 ： 改正項目 
 

（１） 投資法人の決定事実 .................................................................................................................................................................................................................................. 1 
（２） 投資法人の発生事実 ................................................................................................................................................................................................................................. 3 
（３） 投資法人の決算情報 ............................................................................................................................................................................................................................... 13 
（４） 投資法人の利益予想の修正、金銭の分配予想の修正等 ......................................................................................................................................................................... 13 
（５） 資産運用会社の決定事実 ........................................................................................................................................................................................................................ 15 
（６） 資産運用会社の発生事実 ........................................................................................................................................................................................................................ 19 
（７） 運用資産等に関する情報 ........................................................................................................................................................................................................................ 24 
 
（１） 投資法人の決定事実 

開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
ａ．投資口の併合又

は投資口分割 
投資口の併合又は分割    

ｂ．投資口の追加発

行又は売出し 
投資口の追加発行又は売出し    

ｃ．投資法人債の募 投資法人債の募集又は資金の借入れ    

別 紙 
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
集又は資金の借

入れ 
ｄ．合併 合併   
ｅ．規約の変更又は

解散 
規約の変更又は解散  規約及び投資信託約款の変更理由が次の

ａからｃまでのいずれかに該当すること。 
 

  ａ 法令の改正等に伴う記載表現のみの

変更 

 

  ｂ 本店所在地の変更  
  ｃ その他投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものとして当取引所が認め

る理由 

 

ｆ．上場廃止申請 国内の金融商品取引所に対する不動産投

資信託証券の上場の廃止に係る申請  
  

ｇ．破産手続開始又

は再生手続開始 
破産手続開始又は再生手続開始の申立て    

ｈ．公認会計士等の

異動 
有価証券報告書又は半期報告書に記載さ

れる財務諸表等又は中間財務諸表等の監

査証明を行う公認会計士等の異動  

  

ｉ．株式事務代行機

関への事務の委

託の取り止め 

投資主名簿に関する事務を当取引所の承

認する機関に委託しないこと。  
  

ｊ．資産運用に係る

委託契約の締結

又はその解約 

資産の運用に係る委託契約の締結又はそ

の解約  
  

ｋ．金銭の分配 金銭の分配    
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
ｌ．公開買付けに対

抗するための買

付等の要請 

法第１６６条第６項第４号又は法第１６

７条第５項第５号に規定する要請  
  

ｍ．その他重要な事

項 
ａから前ｌまでに掲げる事項のほか、上場

不動産投資信託証券又は当該投資法人の

運営、業務若しくは財産に関する重要な事

項であって投資者の投資判断に著しい影

響を及ぼすもの  

  

 

 

（２） 投資法人の発生事実 

開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
ａ．業務改善命令 投資信託法第２１４条の規定による業務

改善命令  
  

ｂ．上場廃止の原因

となる事実 
特定有価証券（法第１６３条第１項に規定

する特定有価証券をいう。以下この項目に

おいて同じ。）又は特定有価証券に係るオ

プションの上場の廃止の原因となる事実  

  

ｃ．基準純資産額を

下回るおそれ 
純資産の額が投資信託法第１２４条第１

項に定める基準純資産額を下回るおそれ

が生じたこと。  

  

ｄ．投資法人の登録

取消しの通告 
投資信託法第２１５条第２項の規定によ

る登録取消しの通告  
  

ｅ．公認会計士等の

異動 
有価証券報告書又は半期報告書に記載さ

れる財務諸表等又は中間財務諸表等の監
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
査証明を行う公認会計士等の異動（業務執

行を決定する機関が、当該公認会計士等の

異動を行うことについての決定をした場

合（当該決定に係る事項を行わないことを

決定した場合を含む。）において、前ａの

規定に基づきその内容を開示した場合を

除く。）  
ｆ．有価証券報告

書・半期報告書の

提出遅延、提出期

限延長承認 

２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告

書又は中間監査報告書を添付した有価証

券報告書又は半期報告書を、内閣総理大臣

等に対して、法第２４条第１項又は第２４

条の５第１項に定める期間内に提出でき

る見込みのないこと及び当該期間内に提

出しなかったこと（当該期間内に提出でき

る見込みのない旨の開示を行った場合を

除く。）、これらの開示を行った後提出し

たこと並びに当該期間の延長に係る内閣

総理大臣等の承認を受けたこと。  

  

ｇ．株式事務代行委

託契約の解除通

知の受領等 

投資主名簿に関する事務の委託契約の解

除の通知の受領その他投資主名簿に関す

る事務を当取引所の承認する機関に委託

しないこととなるおそれが生じたこと又

は投資主名簿に関する事務を当取引所の

承認する機関に委託しないこととなった
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
こと。  

ｈ．災害に起因する

損害又は業務遂

行の過程で生じ

た損害 

災害に起因する損害又は業務遂行の過程

で生じた損害  
次のａからｃまでに掲げるもののいずれ

にも該当すること。  
 

 ａ 災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害の額が当該投資法人

の直前営業期間の末日における純資産

総額の１００分の３に相当する額未満

であると見込まれること。 

 

  ｂ 災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害の額が当該投資法人

の直前営業期間の経常利益の１００分

の３０に相当する額未満であると見込

まれること。 

 

  ｃ 災害に起因する損害又は業務遂行の

過程で生じた損害の額が当該投資法人

の直前営業期間の当期純利益の１００

分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。 

 

ｉ．訴訟の提起又は

判決等 
財産権上の請求に係る訴えが提起された

こと又は当該訴えについて判決があった

こと若しくは当該訴えに係る訴訟の全部

若しくは一部が裁判によらずに完結した

こと。  

ａ 訴えが提起された場合 

訴訟の目的の価額が当該投資法人の直前

営業期間の末日における純資産総額の１

００分の１５に相当する額未満であり、か

つ、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴

えのとおり認められて敗訴したとした場

合、当該訴えの提起された日の属する営業

投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
期間開始の日から３年以内に開始する各

営業期間においていずれも当該敗訴によ

る当該投資法人の営業収益の減少額が当

該投資法人の直前営業期間の営業収益の

１００分の１０に相当する額未満である

と見込まれること。  

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  

  ｂ 訴えについて判決があった場合又は

訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁

判によらずに完結した場合 

前ａに掲げる基準に該当する訴えの提起

に係る判決等（訴えについて判決があった

こと又は訴えに係る訴訟の全部もしくは

一部が裁判によらずに完結したことをい

う。以下この開示項目において同じ。）の

場合又は前ａに掲げる基準に該当しない

訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によ

らずに完結した場合であって、次の（ａ）

から（ｄ）までに掲げるもののいずれにも

該当すること。  

 

  （ａ） 判決等により当該投資法人の給

付する財産の額が当該投資法人の直前

営業期間の末日における純資産総額の

１００分の３に相当する額未満である

と見込まれること。 

 

  （ｂ） 判決等の日の属する営業期間開  
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
始の日から３年以内に開始する各営業

期間においていずれも当該判決等によ

る当該投資法人の営業収益の減少額が

当該投資法人の直前営業期間の営業収

益の１００分の１０に相当する額未満

であると見込まれること。 

  （ｃ） 判決等の日の属する営業期間開

始の日から３年以内に開始する各営業

期間においていずれも当該判決等によ

る当該投資法人の経常利益の減少額が

当該投資法人の直前営業期間の経常利

益の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。 

 

  （ｄ） 判決等の日の属する営業期間開

始の日から３年以内に開始する各営業

期間においていずれも当該判決等によ

る当該投資法人の当期純利益の減少額

が当該投資法人の直前営業期間の当期

純利益の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

 

ｊ．仮処分命令の申

立て又は決定等 
資産の運用の差止めその他これに準ずる

処分を求める仮処分命令の申立てがなさ

れたこと又は当該申立てについて裁判が

あったこと若しくは当該申立てに係る手

続きの全部若しくは一部が裁判によらず

ａ 仮処分命令の申立てがなされた場合 

当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申

立てのとおり発せられたとした場合、当該

申立ての日の属する営業期間開始の日か

ら３年以内に開始する各営業期間におい

投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
に完結したこと。  ていずれも当該仮処分命令による当該投

資法人の営業収益の減少額が当該投資法

人の直前営業期間の営業収益の１００分

の１０に相当する額未満であると見込ま

れること。  

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  
  ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判

があった場合又は当該申立てに係る手続

の全部若しくは一部が裁判によらずに完

結した場合 

前ａに掲げる基準に該当する申立てにつ

いての裁判等（申立てについて裁判があっ

たこと又は当該申立てに係る手続の全部

若しくは一部が裁判によらずに完結した

ことをいう。以下この開示項目において同

じ。）の場合又は前ａに掲げる基準に該当

しない申立てに係る手続の一部が裁判に

よらずに完結した場合であって、次の（ａ）

から（ｃ）までに掲げるもののいずれにも

該当すること。  
  （ａ） 裁判等の日の属する営業期間開

始の日から３年以内に開始する各営業

期間においていずれも当該裁判等によ

る当該投資法人の営業収益の減少額が

当該投資法人の直前営業期間の営業収

益の１００分の１０に相当する額未満
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
であると見込まれること。 

  （ｂ） 裁判等の日の属する営業期間開

始の日から３年以内に開始する各営業

期間においていずれも当該裁判等によ

る当該投資法人の経常利益の減少額が

当該投資法人の直前営業期間の経常利

益の１００分の３０に相当する額未満

であると見込まれること。 

 

  （ｃ） 裁判等の日の属する営業期間開

始の日から３年以内に開始する各営業

期間においていずれも当該裁判等によ

る当該投資法人の当期純利益の減少額

が当該投資法人の直前営業期間の当期

純利益の１００分の３０に相当する額

未満であると見込まれること。 

 

ｋ．登録の取消し 投資信託法第２１６条第１項の規定によ

る同法第１８７条の登録の取消しその他

これに準ずる行政庁による法令に基づく

処分  

法令に基づく処分を受けた日の属する営

業期間開始の日から３年以内に開始する

各営業期間においていずれも当該処分に

よる当該投資法人の営業収益の減少額が

当該投資法人の直前営業期間の営業収益

の１００分の１０に相当する額未満であ

ると見込まれること。  

投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業



10 
 

開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  
ｌ．破産手続開始又

は再生手続開始

の申立て 

債権者その他の当該投資法人以外の者に

よる破産手続開始又は再生手続開始の申

立て  

  

ｍ．不渡り等 不渡り等   
ｎ．債務の取立不能

又は取立遅延 
債務者又は保証債務に係る主たる債務者

について不渡り等、破産手続開始の申立て

等その他これらに準ずる事実が生じたこ

とにより、当該債務者に対する売掛金、貸

付金その他の債権又は当該保証債務を履

行した場合における当該主たる債務者に

対する求償権について債務の不履行のお

それが生じたこと。 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるものの

いずれにも該当すること。  
投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  

 （ａ） 売掛金、貸付金その他の債権又

は求償権について債務の不履行のおそ

れのある額が当該投資法人の直前営業

期間の末日における純資産総額の１０

０分の３に相当する額未満であると見

込まれること。 

  （ｂ） 売掛金、貸付金その他の債権又

は求償権について債務の不履行のおそ

れのある額が当該投資法人の直前営業

期間の経常利益の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。 

  （ｃ） 売掛金、貸付金その他の債権又

は求償権について債務の不履行のおそ

れのある額が当該投資法人の直前営業

期間の当期純利益の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれるこ
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
と。 

ｏ．取引先との取引

停止 
主要取引先（施行令第２９条の２の３第７

号に定める取引先をいう。）との取引の停

止又は同一事由による若しくは同一時期

における複数の取引先との取引の停止 

取引先との取引の停止の日の属する営業

期間開始の日から３年以内に開始する各

営業期間においていずれも当該取引の停

止による当該投資法人の営業収益の減少

額が当該投資法人の直前営業期間の営業

収益の１００分の１０に相当する額未満

であると見込まれること。  

投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  
ｐ．債務免除等の金

融支援 
債権者による債務の免除若しくは返済期

限の延長（債務の免除に準ずると当取引所

が認めるものに限る。）又は第三者による

債務の引受け若しくは弁済 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるものの

いずれにも該当すること。  
投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  

 （ａ） 債務の免除の額又は債務の引受

け若しくは弁済の額（債務の返済期限

の延長の場合には、当該債務の額をい

う。）が当該投資法人の直前営業期間

の末日における債務の総額の１００分

の１０に相当する額未満であると見込

まれること。 

  （ｂ） 債務の免除若しくは債務の返済

期限の延長又は債務の引受け若しくは

弁済による経常利益の増加額が当該投
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
資法人の直前営業期間の経常利益の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。 

  （ｃ） 債務の免除若しくは債務の返済

期限の延長又は債務の引受け若しくは

弁済による当期純利益の増加額が当該

投資法人の直前営業期間の当期純利益

の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

 

ｑ．資源の発見 資源の発見 発見された資源の採掘又は採取を開始す

る営業期間開始の日から３年以内に開始

する各営業期間においていずれも当該資

源による当該投資法人の営業収益の増加

額が当該投資法人の直前営業期間の営業

収益の１００分の１０に相当する額未満

であると見込まれること。  

投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  
ｒ．内部者取引規制

の対象有価証券

となったこと 

資産の総額のうちに占める投資信託法施

行規則第１０５条第１号ヘに規定する不

動産等資産（以下この開示項目において同

じ。）の価額の合計額の割合が１００分の

 施行日において、上場後 初に終了する営業

期間に係る決算について公表がされた（法第

１６６条第４項に定める公表がされた）状態

にない投資法人については、施行日において
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
５０を超えることとなったこと（資産の総

額の１００分の５０を超える額を不動産

等資産に対する投資として運用すること

を規約に定めている場合を除く。） 

この基準に該当するものとする。 
この基準は、平成２８年３月末日限り、その

効力を失う。 

ｓ．その他重要な事

項 
ａから前ｒまでに掲げる事実のほか、上場

不動産投資信託証券又は当該投資法人の

運営、業務若しくは財産に関する重要な事

実であって投資者の投資判断に著しい影

響を及ぼすもの  

  

 

 

（３） 投資法人の決算情報 

開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
ａ．投資法人の決算

情報 
上場不動産投資信託証券に係る営業期間

若しくは計算期間又は中間営業期間若し

くは中間計算期間に係るファンドの決算

の内容が定まった場合  

  

 

 
（４） 投資法人の利益予想の修正、金銭の分配予想の修正等 

開示項目 適時開示 重要基準 備考 
ａ．利益予想の修

正、金銭の分配予

想の修正 

上場不動産投資信託証券に係るファンド

の営業収益、経常利益、純利益又は金銭の

分配若しくは収益の分配について、公表が

された直近の予想値（当該予想値がない場

次の各号に掲げる事項の区分に従い、当該

各号に掲げる基準をいう。  
 

（１） 営業収益 

新たに算出した予想値又は当営業期間若
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開示項目 適時開示 重要基準 備考 
合は、公表がされた前営業期間又は前計算

期間の実績値）に比較して当該上場不動産

投資信託証券の発行者が新たに算出した

予想値又は当営業期間若しくは当計算期

間の決算において差異が生じた場合  

しくは当計算期間の決算における数値を

公表がされた直近の予想値（当該予想値が

ない場合は、公表がされた前営業期間又は

前計算期間の実績値をいう。以下この開示

項目において同じ。）で除して得た数値が

１．１以上又は０．９以下であること。 

 （２） 経常利益 

新たに算出した予想値又は当営業期間若

しくは当計算期間の決算における数値を

公表がされた直近の予想値で除して得た

数値が１．３以上又は０．７以下（公表が

された直近の予想値がゼロのときは、この

基準に該当するものとして取り扱うもの

とする。）であること。 

 

  （３） 純利益 

新たに算出した予想値又は当営業期間若

しくは当計算期間の決算における数値を

公表がされた直近の予想値で除して得た

数値が１．３以上又は０．７以下（公表が

された直近の予想値がゼロのときは、この

基準に該当するものとして取り扱うもの

とする。）であること。 

 

  （４） 金銭の分配又は収益の分配 

新たに算出した予想値又は当営業期間又

は当計算期間の決算における数値を公表
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開示項目 適時開示 重要基準 備考 
がされた直近の予想値で除して得た数値

が１．０５以上又は０．９５以下（公表が

された直近の予想値がゼロのときは、この

基準に該当するものとして取り扱うもの

とする。）であること。 

 

 

（５） 資産運用会社の決定事実 

開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
ａ．上場廃止申請 国内の金融商品取引所に対する不動産投

資信託証券の上場の廃止に係る申請  
  

ｂ．合併 当該資産運用会社の合併    
ｃ．破産手続開始、

再生手続開始又

は更生手続開始

の申立て 

当該資産運用会社の破産手続開始、再生手

続開始又は更生手続開始の申立て  
  

ｄ．解散 当該資産運用会社の解散（合併による解散

を除く。）  
  

ｅ．事業の休止又は

廃止 
当該投資法人から委託された資産の運用

に係る事業の休止又は廃止  
次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるものの

いずれにも該当すること。  
投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

  （ａ） 資産の運用に係る事業の休止又

は廃止の予定日の属する営業期間開始

の日から３年以内に開始する当該投資

法人の各営業期間においていずれも当

該休止又は廃止による当該投資法人の
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
営業収益の減少額が当該投資法人の直

前営業期間の営業収益の１００分の１

０に相当する額未満であると見込まれ

ること。 

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。    （ｂ） 資産の運用に係る事業の休止又

は廃止の予定日の属する営業期間開始

の日から３年以内に開始する当該投資

法人の各営業期間においていずれも当

該休止又は廃止による当該投資法人の

経常利益の増加額又は減少額が当該投

資法人の直前営業期間の経常利益の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。 

  （ｃ） 資産の運用に係る事業の休止又

は廃止の予定日の属する営業期間開始

の日から３年以内に開始する当該投資

法人の各営業期間においていずれも当

該休止又は廃止による当該投資法人の

当期純利益の増加額又は減少額が当該

投資法人の直前営業期間の当期純利益

の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

 

ｆ．資産運用の全部

又は一部の休止

又は廃止 

当該投資法人から委託を受けて行う資産

の運用の全部又は一部の休止又は廃止  
次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるものの

いずれにも該当すること。  
投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す （ａ） 当該投資法人から委託を受けて
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
行う資産の運用の全部又は一部の休止

又は廃止の予定日の属する営業期間開

始の日から３年以内に開始する当該投

資法人の各営業期間においていずれも

当該休止又は廃止による当該投資法人

の営業収益の減少額が当該投資法人の

直前営業期間の営業収益の１００分の

１０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  

  （ｂ）  当該投資法人から委託を受け

て行う資産の運用の全部又は一部の休

止又は廃止の予定日の属する営業期間

開始の日から３年以内に開始する当該

投資法人の各営業期間においていずれ

も当該休止又は廃止による当該投資法

人の経常利益の増加額又は減少額が当

該投資法人の直前営業期間の経常利益

の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

  （ｃ）  当該投資法人から委託を受け

て行う資産の運用の全部又は一部の休

止又は廃止の予定日の属する営業期間

開始の日から３年以内に開始する当該

投資法人の各営業期間においていずれ

も当該休止又は廃止による当該投資法
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
人の当期純利益の増加額又は減少額が

当該投資法人の直前営業期間の当期純

利益の１００分の３０に相当する額未

満であると見込まれること。 

ｇ．会社分割 当該資産運用会社の会社分割    
ｈ．事業の全部又は

一部の譲渡又は

譲受け 

当該資産運用会社の事業の全部又は一部

の譲渡又は譲受け  
  

ｉ．資産運用に係る

委託契約の解消 
当該投資法人と締結した資産の運用に係

る委託契約の解約  
  

ｊ．株式交換 当該資産運用会社の株式交換    
ｋ．株式移転 当該資産運用会社の株式移転    
ｌ．新たな資産の運

用の開始 
当該投資法人から委託を受けて行う資産

の運用である新たな資産の運用の開始  
新たな資産の運用が開始されることとな

る予定日の属する営業期間開始の日から

３年以内に開始する当該投資法人の各営

業期間においていずれも当該新たな資産

の運用の開始による当該投資法人の営業

収益の増加額が当該投資法人の直前営業

期間の営業収益の１００分の１０に相当

する額未満であると見込まれ、かつ、当該

新たな資産の運用の開始のために特別に

支出する額の合計額が当該投資法人の直

前営業期間の末日における固定資産の帳

簿価額の１００分の１０に相当する額未

満であると見込まれること。  

投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
ｍ．認可若しくは承

認の申請又は届

出 

当該資産運用会社が法令に基づき行政庁

に対して行う認可若しくは承認の申請又

は届出 

当該資産運用会社又は当該投資信託委託

会社が法令に基づき行政庁に対して行う

届出のうち、当取引所が定めるもの  

 

ｎ．その他重要な事

項 
ａから前ｍまでに掲げる事項のほか、上場

不動産投資信託証券又は当該資産運用会

社の運営、業務若しくは財産に関する重要

な事項であって投資者の投資判断に著し

い影響を及ぼすもの  

  

 

 

（６） 資産運用会社の発生事実 

開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
ａ．業務改善命令 法第５１条の規定による業務改善命令    
ｂ．上場廃止の原因

となる事実 
上場廃止の原因となる事実（上場規程第１

２１８条第１項第１号ａに掲げる事由に

係るものに限る。）  

  

ｃ．行政庁による認

可、承認又は処分 
ａ及び前ｂに掲げる事実のほか、行政庁に

よる法令に基づく認可、承認又は処分  
  

ｄ．特定関係法人の

異動 
特定関係法人（法第１６６条第５項に規定

する特定関係法人をいう。）の異動  
  

ｅ．主要株主の異動 主要株主の異動    
ｆ．訴訟の提起又は

判決等 
当該投資法人から委託された資産の運用

に係る財産権上の請求に係る訴えが提起

されたこと又は当該訴えについて判決が

あったこと若しくは当該訴えに係る訴訟

ａ 訴えが提起された場合 

当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴え

のとおり認められて敗訴したとした場合、

当該訴えの提起された日の属する当該投

投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
の全部若しくは一部が裁判によらずに完

結したこと。  
資法人の営業期間開始の日から３年以内

に開始する当該投資法人の各営業期間に

おいていずれも当該敗訴による当該投資

法人の営業収益の減少額が当該投資法人

の直前営業期間の営業収益の１００分の

１０に相当する額未満であると見込まれ

ること。  

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。    ｂ 訴えについて判決があった場合又は

訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁

判によらずに完結した場合 

前ａに掲げる基準に該当する訴えの提起

に係る判決等（訴えについて判決があった

こと又は訴えに係る訴訟の全部もしくは

一部が裁判によらずに完結したことをい

う。以下この開示項目において同じ。）の

場合又は前ａに掲げる基準に該当しない

訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によ

らずに完結した場合であって、次の（ａ）

から（ｃ）までに掲げるもののいずれにも

該当すること。  
  （ａ） 判決等の日の属する当該投資法

人の営業期間開始の日から３年以内に

開始する当該投資法人の各営業期間に

おいていずれも当該判決等による当該

投資法人の営業収益の減少額が当該投
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
資法人の直前営業期間の営業収益の１

００分の１０に相当する額未満である

と見込まれること。 

  （ｂ） 判決等の日の属する当該投資法

人の営業期間開始の日から３年以内に

開始する当該投資法人の各営業期間に

おいていずれも当該判決等による当該

投資法人の経常利益の減少額が当該投

資法人の直前営業期間の経常利益の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。 

 

  （ｃ） 判決等の日の属する当該投資法

人の営業期間開始の日から３年以内に

開始する当該投資法人の各営業期間に

おいていずれも当該判決等による当該

投資法人の当期純利益の減少額が当該

投資法人の直前営業期間の当期純利益

の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

 

ｇ．仮処分命令の申

立て又は決定等 
当該投資法人から委託された資産の運用

に係る事業の差止めその他これに準ずる

処分を求める仮処分命令の申立てがなさ

れたこと又は当該申立てについて裁判が

あったこと若しくは当該申立てに係る手

続の全部若しくは一部が裁判によらずに

ａ 仮処分命令の申立てがなされた場合 

当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申

立てのとおり発せられたとした場合、当該

申立ての日の属する当該投資法人の営業

期間開始の日から３年以内に開始する当

該投資法人の各営業期間においていずれ

投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
完結したこと。  も当該仮処分命令による当該投資法人の

営業収益の減少額が当該投資法人の直前

営業期間の営業収益の１００分の１０に

相当する額未満であると見込まれること。 

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  
  ｂ 仮処分命令の申立てについての裁判

があった場合又は当該申立てに係る手続

の全部若しくは一部が裁判によらずに完

結した場合 

前ａに掲げる基準に該当する申立てにつ

いての裁判等（申立てについて裁判があっ

たこと又は当該申立てに係る手続の全部

もしくは一部が裁判によらずに完結した

ことをいう。以下この開示項目において同

じ。）の場合又は前ａに掲げる基準に該当

しない申立てに係る手続の一部が裁判に

よらずに完結した場合であって、次の（ａ）

から（ｃ）までに掲げるもののいずれにも

該当すること。  
  （ａ） 裁判等の日の属する当該投資法

人の営業期間開始の日から３年以内に

開始する当該投資法人の各営業期間に

おいていずれも当該裁判等による当該

投資法人の営業収益の減少額が当該投

資法人の直前営業期間の営業収益の１

００分の１０に相当する額未満である
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
と見込まれること。 

  （ｂ） 裁判等の日の属する当該投資法

人の営業期間開始の日から３年以内に

開始する当該投資法人の各営業期間に

おいていずれも当該裁判等による当該

投資法人の経常利益の減少額が当該投

資法人の直前営業期間の経常利益の１

００分の３０に相当する額未満である

と見込まれること。 

 

  （ｃ） 裁判等の日の属する当該投資法

人の営業期間開始の日から３年以内に

開始する当該投資法人の各営業期間に

おいていずれも当該裁判等による当該

投資法人の当期純利益の減少額が当該

投資法人の直前営業期間の当期純利益

の１００分の３０に相当する額未満で

あると見込まれること。 

 

ｈ．破産手続開始の

申立て等 
債権者その他の当該資産運用会社以外の

者による破産手続開始の申立て等 

  

ｉ．不渡り等 不渡り等    
ｊ．特定関係法人に

係る破産手続開

始の申立て等 

特定関係法人（法第１６６条第５項に規定

する特定関係法人をいう。）に係る破産手

続開始の申立て等  

  

ｋ．その他重要な事

項 
ａから前ｊまでに掲げる事実のほか、上場

不動産投資信託証券又は当該資産運用会
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
社の運営、業務若しくは財産に関する重要

な事実であって投資者の投資判断に著し

い影響を及ぼすもの  
 

 

（７） 運用資産等に関する情報 

【運用資産等に係る決定事実】 
開示項目 適時開示 軽微基準 備考 

ａ．資産の譲渡又は

取得 
運用資産等に係る資産の譲渡又は取得  次のａ又はｂに掲げる基準   
 ａ 譲渡する場合にあっては、直前営業

期間又は直前計算期間の末日における

譲渡対象資産の価格が５，０００万円

未満であること。 

 

  ｂ 取得する場合にあっては、取得対象

資産の取得価格が５，０００万円未満

であると見込まれること。 

 

ｂ．資産の貸借又は

貸借の解消 
運用資産等（賃借権、地上権又は地役権の

目的となる不動産、上場規程第１２０１条

第１２号ｆに規定する信託の信託財産に

含まれる不動産及び不動産関連資産の裏

付けとなる不動産を含む。）に係る資産の

貸借又は貸借の解消  

ａ 貸借する場合 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるもの

のいずれにも該当すること。  

投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

 （ａ） 貸借が行われることとなる予定

日の属する上場不動産投資信託証券に

係る営業期間又は計算期間の開始の日

から３年以内に開始する各営業期間又

は各計算期間（当該計算期間が６月の

場合は各特定計算期間（１の特定計算
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
期間（連続する２計算期間をいう。）

の末日の翌日に開始するものに限る。）

をいう。以下この開示項目において同

じ。））においていずれも当該貸借が

行われることによる当該上場不動産投

資信託証券に係るファンドの営業収益

の増加額が当該上場不動産投資信託証

券に係るファンドの直前営業期間の営

業収益又は直前計算期間の営業収益

（当該計算期間が６月の場合は直前２

計算期間の営業収益の合計額をいう。

以下この開示項目において同じ。）の

１００分の５に相当する額未満である

と見込まれること。 

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。 

 

  （ｂ） 貸借が行われることとなる予定

日の属する上場不動産投資信託証券に

係る営業期間又は計算期間の開始の日

から３年以内に開始する各営業期間又

は各計算期間においていずれも当該貸

借が行われることによる当該上場不動

産投資信託証券に係るファンドの経常

利益の増加額又は減少額が当該上場不

動産投資信託証券に係るファンドの直

前営業期間の経常利益又は直前計算期

間の経常利益（当該計算期間が６月の
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
場合は直前２計算期間の経常利益の合

計額をいう。以下この開示項目におい

て同じ。）の１００分の３０に相当す

る額未満であると見込まれること。 

  （ｃ） 貸借が行われることとなる予定

日の属する上場不動産投資信託証券に

係る営業期間又は計算期間の開始の日

から３年以内に開始する各営業期間又

は各計算期間においていずれも当該貸

借が行われることによる当該上場不動

産投資信託証券に係るファンドの当期

純利益の増加額又は減少額が当該上場

不動産投資信託証券に係るファンドの

直前営業期間の当期純利益又は直前計

算期間の当期純利益（当該計算期間が

６月の場合は直前２計算期間の当期純

利益の合計額をいう。以下この開示項

目において同じ。）の１００分の３０

に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

 

  ｂ 貸借を解消する場合 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるもの

のいずれにも該当すること。  

 

  （ａ） 貸借が解消されることとなる予

定日の属する上場不動産投資信託証券
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
に係る営業期間又は計算期間の開始の

日から３年以内に開始する各営業期間

又は各計算期間においていずれも当該

貸借が解消されることによる当該上場

不動産投資信託証券に係るファンドの

営業収益の減少額が当該上場不動産投

資信託証券に係るファンドの直前営業

期間の営業収益又は直前計算期間の営

業収益の１００分の５に相当する額未

満であると見込まれること。 

  （ｂ） 貸借が解消されることとなる予

定日の属する上場不動産投資信託証券

に係る営業期間又は計算期間の開始の

日から３年以内に開始する各営業期間

又は各計算期間においていずれも当該

貸借が解消されることによる当該上場

不動産投資信託証券に係るファンドの

経常利益の増加額又は減少額が当該上

場不動産投資信託証券に係るファンド

の直前営業期間の経常利益又は直前計

算期間の経常利益の１００分の３０に

相当する額未満であると見込まれるこ

と。 

 

  （ｃ） 貸借が解消されることとなる予

定日の属する上場不動産投資信託証券
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
に係る営業期間又は計算期間の開始の

日から３年以内に開始する各営業期間

又は各計算期間においていずれも当該

貸借が解消されることによる当該上場

不動産投資信託証券に係るファンドの

当期純利益の増加額又は減少額が当該

上場不動産投資信託証券に係るファン

ドの直前営業期間の当期純利益又は直

前計算期間の当期純利益の１００分の

３０に相当する額未満であると見込ま

れること。 

ｃ．その他重要な事

項 
前ａ又はｂに掲げるもののほか、運用資産

等に関する重要な事項であって投資者の

投資判断に著しい影響を及ぼすもの  

  

 
【運用資産等に係る発生事実】 

開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
ａ．損害の発生 運用資産等（賃借権、地上権又は地役権の

目的となる不動産、上場規程第１２０１条

第１２号ｆに規定する信託の信託財産に

含まれる不動産及び不動産関連資産の裏

付けとなる不動産を含む。）に係る災害に

起因する損害又は業務遂行の過程で生じ

た損害の発生  

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるものの

いずれにも該当すること。  
投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

 （ａ） 災害に起因する損害又は業務遂

行の過程で生じた損害の額が当該上場

不動産投資信託証券に係るファンドの

直前営業期間又は直前計算期間の末日

における純資産総額の１００分の３に

相当する額未満であると見込まれるこ
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
と。 間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  

  （ｂ） 災害に起因する損害又は業務遂

行の過程で生じた損害の額が当該上場

不動産投資信託証券に係るファンドの

直前営業期間の経常利益又は直前計算

期間の経常利益（当該計算期間が６月

の場合は直前２計算期間の経常利益の

合計額をいう）の１００分の３０に相

当する額未満であると見込まれるこ

と。 

  （ｃ） 災害に起因する損害又は業務遂

行の過程で生じた損害の額が当該上場

不動産投資信託証券に係るファンドの

直前営業期間の当期純利益又は直前計

算期間の当期純利益（当該計算期間が

６月の場合は直前２計算期間の当期純

利益の合計額をいう）の１００分の３

０に相当する額未満であると見込まれ

ること。 

 

ｂ．資産の貸借の解

消 
運用資産等（賃借権、地上権又は地役権の

目的となる不動産、上場規程第１２０１条

第１２号ｆに規定する信託の信託財産に

含まれる不動産及び不動産関連資産の裏

付けとなる不動産を含む。）に係る貸借の

解消  

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げるものの

いずれにも該当すること。  
投資法人の営業期間が６月であるときは、

当該各号中「各営業期間」とあるのは「各

特定営業期間（１の特定営業期間（連続す

る２営業期間をいう。）の末日の翌日に開

始するものに限る。）」と、「直前営業期

間の営業収益」とあるのは「直前２営業期

 （ａ） 貸借が解消されることとなる予

定日の属する上場不動産投資信託証券

に係る営業期間又は計算期間の開始の

日から３年以内に開始する各営業期間
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
又は各計算期間（当該計算期間が６月

の場合は各特定計算期間（１の特定計

算期間（連続する２計算期間をいう。）

の末日の翌日に開始するものに限る。）

をいう。以下この開示項目において同

じ。）においていずれも当該貸借が解

消されることによる当該上場不動産投

資信託証券に係るファンドの営業収益

の減少額が当該上場不動産投資信託証

券に係るファンドの直前営業期間の営

業収益又は直前計算期間の営業収益

（当該計算期間が６月の場合は直前２

計算期間の営業収益の合計額をいう）

の１００分の５に相当する額未満であ

ると見込まれること。 

間の営業収益の合計額」と、「直前営業期

間の経常利益」とあるのは「直前２営業期

間の経常利益の合計額」と、「直前営業期

間の当期純利益」とあるのは「直前２営業

期間の当期純利益の合計額」と読み替え

る。  

  （ｂ） 貸借が解消されることとなる予

定日の属する上場不動産投資信託証券

に係る営業期間又は計算期間の開始の

日から３年以内に開始する各営業期間

又は各計算期間においていずれも当該

貸借が解消されることによる当該上場

不動産投資信託証券に係るファンドの

経常利益の増加額又は減少額が当該上

場不動産投資信託証券に係るファンド

の直前営業期間の経常利益又は直前計
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開示項目 適時開示 軽微基準 備考 
算期間の経常利益（当該計算期間が６

月の場合には直前２計算期間の経常利

益の合計額をいう）の１００分の３０

に相当する額未満であると見込まれる

こと。 

  （ｃ） 貸借が解消されることとなる予

定日の属する上場不動産投資信託証券

に係る営業期間又は計算期間の開始の

日から３年以内に開始する各営業期間

又は各計算期間においていずれも当該

貸借が解消されることによる当該上場

不動産投資信託証券に係るファンドの

当期純利益の増加額又は減少額が当該

上場不動産投資信託証券に係るファン

ドの直前営業期間の当期純利益又は直

前計算期間の当期純利益（当該計算期

間が６月の場合には直前２計算期間の

当期純利益をいう）の合計額の１００

分の３０に相当する額未満であると見

込まれること。 

 

ｃ．その他重要な事

項 
ａ及び前ｂに掲げるもののほか、運用資産

等に関する重要な事項であって投資者の

投資判断に著しい影響を及ぼすもの  
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【利益相反のおそれがある取引に関する情報】 
開示項目 適時開示 軽微基準 備考 

ａ．利益相反取引の

おそれ 
資産運用会社等が、投資信託法第１３条第

１項各号に掲げる取引（同法第５４条にお

いて準用する場合を含む。）又は同法第２

０３条第２項に定める取引を行った場合

（投資信託の受益者に対してこれらの規

定に基づく書面の交付を要する場合に限

る。）  

  

 
以 上 

 


